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TIA-nano第１期(2010-2014)成果と
第２期(2015-2019)ビジョン

産業技術総合研究所
副理事長 金山 敏彦

AIST NIMS U.Tsukuba KEK

 2009年6月発足

 2010年度に始動

 2011年度後半から
本格稼働
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TIA-nanoの施設整備、共用施設

SCR ナノエレライン
（H20, 21年度補正）

SiCパワエレ ライン
（H20, H21年度補正事業 ）

MEMS ライン
（H21年度補正事業）

CNT大量生産実験プラント
（H21年度補正事業）

TIA連携棟（CR, 実験室etc）
（H22年度補正事業）

NIMS ナノグリーン棟
（H21年度補正事業）

研究施設のスケールアップとプラットフォーム化
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表面分析

構造解析

微細加工

デバイス作製

フォト
リソグラフィ

元素分析

薄膜作製

その他

高輝度
放射光質量分析

直径１５km圏内に１３の共用施設
５００台以上の共用装置

オペレータによる支援も充実

加工・計測の知識・ノウハウが蓄積された
オープンイノベーションハブ

TIA-nanoの共用研究施設ネットワーク
ナノサイエンス

プロジェクト 共用装置
マルチタンデム加速器施設
ナノテクノロジー

プラットフォーム

先端ナノ計測施設
ナノプロセシング施設
超伝導アナログデジタル

デバイス開発施設
蓄電池基盤プラットフォーム
スーパークリーンルーム
MEMS研究開発拠点

ナノテクノロジー
プラットフォーム

・微細構造解析
・微細加工
・分子物質合成

放射光科学研究施設
Photon Factory (PF)

原子層堆積装置スパッタリング装置 炭素系材料
気相成長装置

ヘリウムイオン顕微鏡

六軸Ｘ線回折計用実験
ステーション

FIB-SEM

微細組織三次元
マルチスケール解析装置

マスクレス露光装置

陽電子欠陥評価装置（PPMA）

1MVタンデトロン

レーザー加熱超高圧Ｘ線
複合実験ステーション

i 線露光装置 12"Si深掘
ドライエッチング装置

単原子分析電子顕微鏡

液体クロマトグラフ
質量分析計

つくば共用研究施設
データベース

施設の貸与⇒小規模生産
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TIA-nano 第一期(2010-2014)の成果
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総事業規模 (億円)
公的資金割合 （％） プロジェクト数

(件、累積)

連携企業数 (社) 外部研究者数 (人) TIA連携大学院生数 (人)

特許出願数 (件) 論文発表数 (件)
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ナノグリーン

ナノエレクトロニクス

カーボンナノチューブ (CNT)

パワーエレクトロニクス

TIA-nano 第１期の成果
基礎研究 応用研究、開発 実証 事業化

TIA-nano Platform

MEMS

ナノグリーン リチウム空気二次電池

固液界面観測用
X線光電子分光 熱電ナノ材料
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先進材料プラットフォーム ナノグリーン

全固体電池 リチウム空気電池

材料創製・計算・計測の協力体制の下、
高性能蓄電池の実現を目指す。

基礎からセル試作までの一貫した研究開発を
行い、実用電池としての基盤技術確立を目指す。

 理想界面作製のための電池材料単結晶化  リチウム空気電池の原理図と10セルスタック

結晶成長と欠陥構造の
相関を調べ、伝導の活
性化エネルギーを低減。

理論エネルギー密度
が桁違いに大きい正
極活物質「酸素」を10
層重ねたスタック型電
池により真の大容量
化を目指す。

 界面構造の第1原理計算
 電解液の第1原理計算

Liイオンの欠乏層形成
につながるLiサイトを
空 孔 形 成 の エ ネ ル
ギー計算から推定。

エーテル系電解液が、放
電時の酸素還元反応に
よって発生する活性酸素に
対して安定であることを示
した。
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ペロブスカイト太陽電池

ペロブスカイト層（イオン性結晶）の化学的
問題を意識しながら、GREENの持つ物理
的手法を駆使してこの新しいタイプの太陽
電池の固有の性質を明らかにし、応用へ
の指針を示すことを目指す。

 低温・溶液プロセスで太陽電池作製を実現

 ペロブスカイト太陽電池の良好な出力特性

本プロセスにより、プラスチックなどのフレキシブル
な基板を用いた太陽電池の製造が可能。
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Eff : 15.07 %

Voc (V)

ヒステリシス特性がなく再現性に優れた出力特性。

関連する活動

・ナノ材料科学研究拠点（GREEN）：TIA-nano拠点活用プロジェクト
・低炭素化材料設計・創製ハブ拠点（LC-net） ：TIA-nano拠点活用プロジェクト
・NIMSオープンイノベーションセンター（NOIC）

連続光照射下でも優れた耐久性。
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ナノグリーン

ナノエレクトロニクス

カーボンナノチューブ (CNT)

パワーエレクトロニクス

TIA-nano 第１期の成果
基礎研究 応用研究、開発 実証 事業化

TIA-nano Platform

MEMS

ナノエレクトロニクス
原子スイッチ

Si光インターポーザ

CNT 配線

InGaAs/Ge CMOS

相変化メモリー

EUVマスク
欠陥検査
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• 300mmラインを用いた集積化技術
• 集積化に適した構造・材料開発
• 信頼性向上

基礎研究 応用研究、開発 実証 事業化

TIA-nano

新材料・新原理デバイスの集積化実証 ： 原子スイッチ

• NIMS・NECによる原子スイッチの基礎研究
と実用化を見据えた製造技術の研究開発

+V -VPt

Pt

Cu

ＯＮ状態 ＯＦＦ状態

300mm
量産ライン

M1

M2

M3

M4

CMOS

ULK M5SCR
BEOL ライン

新材料を用いた
原子スイッチ
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新しい相変化デバイス

ＴＲＡＭで何が変わるか

GeTe/Sb2Te3超格子のモデルと断面写真

ＵＬＳＩ開発
産総研SCRでTRAMメモリセルを300mm
ウェハ上に試作し、1.2V以下の不揮発記
憶動作を実証。

TRAM メモリセル
の断面写真と電
気特性

●次世代データセンタの省電力化のために
動作電力が従来比1/20の超格子相変化材料を用いた新型メモリ
TRAM（Topological-switching Random Access Memory）を開発。
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三次元ナノカーボン配線・材料技術

②超高アスペクト比CNTビアコンタクト技術
超高アスペクト比（>30）ホール内でのCNT
低温成長を実証。300mm径Siウェーハ上で
の均一なＣＮＴビア形成プロセスを構築しま
した。

T. Ishikura et al., IITC 2015

A. Isobayashi et al., ADMETA 2014

●３Ｄメモリの微細化・高集積化
①微細幅低抵抗グラフェン横配線技術
多層グラフェン（MLG）の低温成長機構を解明。Niダマ
シン配線上の選択成長により、微細幅（最小ﾊｰﾌﾋﾟｯﾁ
30nm）のMLG/Ni積層配線形成を実証しました。
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シリコンフォトニクス・スイッチの開発

● 高集積、低コスト、信頼性を兼ね備えた
シリコンフォトニクス

 高屈折率差によるナノ光回路
 CMOS互換性による低コスト量産

Control Circuit

TO-Switch
Opitcal Fiber Array

VICTORIES拠点が目指すダイナミック光パス
ネットワークには512x512スイッチ装置が必要。

⇒「優れた」32x32スイッチ・チップにより構成

● SCR 300ミリラインを用いて
世界最大規模３２ｘ３２光スイッチを実現

３２ｘ３２ シリコンフォトニクス・スイッチ チップ

 産総研TIA-SCRの300 mmラインを活用
 マッハツェンダ型スイッチ等を2000個以上集積
 LGAインターポーザを用いたフリップチップ実装
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ナノグリーン

ナノエレクトロニクス

カーボンナノチューブ (CNT)

パワーエレクトロニクス

TIA-nano 第１期の成果
基礎研究 応用研究、開発 実証 事業化

TIA-nano Platform

MEMS

MEMS 超低消費電力無線センサ端末
セブンイレブン
2000店舗実装

MNOIC量産試作システム

圧電MEMS量産プロセス確立
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● 最先端200/300ミリ MEMSラインによるデバイス開発試作

前工程設備

後工程設備

実装・検査設備

MEMSプロセス特有の装置群
・DRIEシリコン深掘り加工装置
・TEOS-CVD絶縁膜低温成膜装置
・犠牲層ドライエッチング装置
・大面積マスクレス露光装置
・圧電薄膜成膜及び評価装置群
・レーザーダイシング装置
・ウェハ接合装置及び評価装置群
・X線CT装置

MEMSデバイス開発試作

粘性センサ 静電気センサ 振動センサ

共用設備利用やMEMSファンドリーサービス*を提供
*MNOIC(Micro-Nano Open Innovation Center との連携による
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● 圧電MEMS振動発電デバイス開発とセンサ端末への適用

振動発電のみで駆動するセンサ端末により、ライフラインコアインフラ（ポンプ、ファン
など回転機器）の故障診断・予測モニタリングを実現

振動発電デバイスと鹿威し回路でFFTと同等の
結果を取得することで送信データ量を低減する

マルチバンド
振動発電デバイス

コンパレータ

・低消費電力化のため振動回数を間引いてカウント
・必要な6周波数の値のみを送信

(10bit/sampleと仮定するとデータ量80bit→0.25uW)

畜電力を送信に使用

1-2   2-3    3-4   4-5
30Hz   30      31     29      20
1kHz    5        6  5       11 
2kHz    7        7      7       20
4kHz   13      15     14      31
8kHz    5        5      4       15

MCU
RF-IC

時刻
異常発生

送信回数

圧電MEMS振動発電デバイス
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● 電力モニタリングセンサネットワークの開発

クランプ式ワイヤレス
電力モニタセンサ端末

コンビニ2000店舗に無線電流センサ16000個（8個/店舗）よりなるセンサネットワークを
構築し，電力消費の見える化により消費電力10%削減を達成（スマートコンビニ）

フィルム型クランプ式電流センサの開発
大幅な小型化と低コスト大量生産に向けて （FY27）
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ナノグリーン

ナノエレクトロニクス

カーボンナノチューブ (CNT)

パワーエレクトロニクス

TIA-nano 第１期の成果
基礎研究 応用研究、開発 実証 事業化

TIA-nano Platform

MEMSカーボンナノチューブ
(CNT)

大面積連続量産
実証プラント

ナノ材料安全性研究

複合材料／
サンプル供給

製造プラント
建設
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単層カーボンナノチューブ(SW-CNT) 

日
本
ゼ
オ
ン

製
造
プ
ラ
ン
ト
建
設

TIA-nanoキャパシター開発
プロジェクトスーパーグロース法

発見 (2004)
●量産実証プラント
●サンプル供給による

アプリケーション開発
●安全性研究

基礎研究 応用研究、開発 実証 事業化

・鋼の２０倍の強度
・銅の１０倍の熱伝導性
・アルミの半分の密度
・シリコンの１０倍の電子移動度
･もっとも高比表面積の繊維状物質

2015年4月 日本ゼオンＣＮＴ研究所設立
同6月 ゼオンナノテクノロジー株式会社設立
同11月 製造工場竣工予定

CNT発見
(1991）
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分散液評価

分散状態の定量化

ＣＮＴ複合材料評価

ＣＮＴ分散体ネットワーク可視化 ＣＮＴ不織布

ＣＮＴインク
ＣＮＴ分散体

ＣＮＴ糸

CNT Dispersions
Quantitative Evaluation of
CNT Dispersion in Liquids

CNT Inks

CNT Yarns
CNT Nonwoven  FabricsVisualization of CNT

Network Structures

ナノ炭素材料の分散体評価技術の開発
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ナノ炭素材料の革新的応用材料開発

開発中のＣＮＴ複合材料の例

極限環境向けCNTゴム材料

300℃以上で軟化しない高耐久性ゴム
成形体（ＣＮＴ・ゴム複合材料

Thermal tolerance ≧300 ℃

ＣＮＴ炭素繊維複合材料

炭素繊維複合材料の４倍の衝撃
強度、雷対策に十分な電気特性

超軽量ＣＮＴ銅複合線材

銅以上の導電性・許容電流密度・
熱伝導性を有し、30%軽量なＣＮＴ
銅線材

金属代替熱可塑性樹脂

450℃の耐熱性、寸法安定性を有する
ＣＮＴ・樹脂複合材料
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ナノグリーン

ナノエレクトロニクス

カーボンナノチューブ (CNT)

パワーエレクトロニクス

TIA-nano 第１期の成果
基礎研究 応用研究、開発 実証 事業化

TIA-nano Platform

MEMSパワーエレクトロニクス 量産レベルの素子
作製技術

SiCデバイス用
パッケージ

超高耐圧デバイス
16 kV SiC IGBT

SiCデバイス
専用試作ライン

量産
プラント
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6”SiCウェハの実現

2012.08 : デンソー プレスリリース

国内初
６インチ実現
（富津拠点）

世界最高品質＊

６インチ実証
（日進分室）

＊：全転位密度：863個/cm2

高耐圧スイッチングデバイス製造技術

● 高耐圧領域の新規構造デバイスを実証

・ 高耐圧トレンチMOS
・ 高速厚膜エピ成長技術

Si-face

C-face

c-axis

a-axis
SiC

n+n+

p-base

Source

p+
GateGate

a-face

耐圧：3800V特性オン抵抗：8.3mΩcm2

・ スーパージャンクション構造
・ マルチエピ法/トレンチ埋戻法

5.5 µm
1st implantation
at 7 MeV

2nd implantation
at 5.5 MeV

Cross-sectional SEM image

n pnp p

2.5µm 2.5µm

SiO2

SJ-PN-TEG
(Experimental 
result)

SJ-PN-TEG 
(TCAD 
simulation)

Conventi
onal-PN-
TEG

Best Paper 
Award@ISPSD2014

● 高耐圧SiCデバイスのシステム実装

・ 大容量高耐圧MOS ⇒ 大容量フルSiCパワーモジュール
・ 鉄道車両に搭載、損失削減を実証（▲55% vs Si-IGBT）

3.3kV級トレンチMOS-FET

マルチエピSJ-ダイオード

高品質・大口径ウェハ製造技術

● 高品質6”ウェハの低コスト化に見通し
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SiCパワー半導体デバイスの量産試作ライン
SiCデバイス試作ラインで

レシピを確立

富士電機松本工場

東海道新幹線N700系車両用SiCパワー
モジュール（2015年6月、富士電機）

太陽光パワー
コンディショナー

（1000 kW)

SiCデバイス6インチ製造ラインを
富士電機が構築（2013年）

サマースクール
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人材育成 ナノテクキャリアアップアライアンス（Nanotech CUPAL）

＜H27 NIPコース＞

文部科学省「科学技術人材育成のコンソーシアムの構築事業」（H26年10月）

一般からの参加も可能（有料）

産総研 MEMSコース、TCAD実習、SCR超微細加工

NIMS 先端計測技術コース（TEM、表面解析、構造解析）

KEK 放射光利用技術コース

筑波大学 加速器・イオンビーム分析、サマースクール・サマーレクチャー

京都大学 電子線描画装置コース、MEMSコース

ナノテク研究人材のキャリアアップと流動性向上を図るため、ナノテクノジー分野における
産学官の共鳴場であるTIA-nanoと京大ナノテクハブ拠点が連携し、人材を育成する新たな事業

育成実施機関：
TIA-nanoと京都大学（A機関）

育成者派遣機関：
全国１０大学（B機関）＋

東京理科大学
東京工業大学 京都工芸繊維大学

東京大学

早稲田大学

北海道大学

大阪大学

神戸大学

立命館大学
同志社大学

事業主体のアライアンス形成

筑波大学オナーズプログラム(H22～26)と連携・継承
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TIA-nano第２期ビジョン
(FY2015-2019)

• 新領域の開拓
– 光・量子計測

– ナノバイオ

– ．．．

• 研究開発プラットフォームの整備・強化・統合
– ワンストップサービス

– 資金・技術・人を呼び込むマーケティング

– 国際連携によるブランド構築

26
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ナノグリーン

ナノエレクトロニクス

カーボンナノチューブ (CNT)

パワーエレクトロニクス

TIA-nano 第１期成果に基づく第2期の展開
基礎研究 応用研究、開発 実証 事業化

TIA-nano Platform

MEMS

光・量子計測

ナノバイオ
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TIA-nanoおよび中核4機関の取り組み 技術マネージメント戦略
ナノテクノロジー・材料分野 俯瞰的位置づけ

パワーデバイス

バイオ・医療 環境・エネルギー 復興・再生／国家基盤

技術統合
（システム化）

（先制医療、がんの早期診断・治療、
新しい医療技術、介護・自立支援等）

（再生可能エネルギー利用、高効率送電、
大容量蓄電、低消費エネルギー等）

（復興・再生、防災、安全、食料、
水、資源、他）

バイオナノテクノロジー グリーンナノテクノロジー ナノエレクトロニクス

ナノ
デバイス・
システム

光デバイス
ナノCMOS

プロセス
・製造 MEMS・NEMS

材料
ナノチューブ・ナノ細線
スピン・強相関材料

科学技術基盤
走査型プローブ顕微鏡
電子顕微鏡
放射光・X線計測

共通課題支援策＜システム化促進策＞
（インフラ、国際戦略、EHS・ELSI、教育、産学連携、異分野融合、省庁連携）

シリコン光インタポーザ

原子移動型スイッチ

3次元ナノカーボン配線
相変化デバイス TRAM

圧電MEMS量産プロセス

超低消費電力無線センサ端末 High-K/ダイヤモンドトランジスタ

リチウム空気二次電池

DSAプロセス hp15nmパターン形成
SiC６インチウェハ製造

EUVマスク欠陥検査 hp16nm対応

ミニマルファブ

高耐圧スイッチングデバイス
超高耐圧デバイス

（IGBT16KV/PINダイオード13KV）
新原理センサ・アクチュエータ

スピンロジック
非決定論的デバイス
単電子トランジスタ

電圧書き込みMRAM

異種材料チャネルの3DスケーリングLSI
次世代ナノレベル計測・加工技術

次世代パワーレーザによるハイスループット複合加工、積層造型技術
高温超電導 新規材料、線材、コイル開発とシステム技術

ワイドギャップ半導体材料
GaN、Ga2O3、ダイヤモンド

超小型･高性能加速器と先端計測技術

先端糖鎖解析による診断・抗体医薬品

生体ナノ粒子・材料の安全性評価技術

再生医療
治療／介護等用ロボット
ウエアラブル端末バイオ燃料

バイオリファイナリー

固体照明
ディスプレイ
携帯端末

太陽光発電
分散電源
蓄電装置
超電導送電

電気自動車

環境調和・リサイクル
環境センシング

スパコン
高信頼通信

災害救助ロボット
土壌除染システム
非破壊検査装置
水浄化装置
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環境調
和社会

ユビキ
タス社
会

健康長
寿社会

安心安
全社会

産
業
化
（
モ
ノ
と
サ
ー
ビ
ス
の
融
合
）

ユ
ー
ザ
（
技
術
、
人
、
資
金
等
）

オープンプラットフォームとそのマネージメントの強化
・ワンストップ化 ・連携企画 ・ブランド構築

第二期ビジョン: 継続的イノベーションのための資源連動の仕組み
ワンストップ化に必要な仕組みを４機関が連携して構築

マーケティングにより企画提案・交流機能を強化

ファンド（金融・証券・商社等）との連携により市場へとつなげる機能を強化
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資源連動に向けた連携を軸索とする4つの戦略

３．国際連携戦略
海外機関との連携強化
海外への情報発信の強化

４．つくば連携戦略
つくばの強みを我が国のイノベーションシステムの構築の原動力へと転化
つくばのアセットを生かした人材育成と人材交流の仕組み

１．企業連携戦略
企業に訴求し参加を促すオープンイノベーションの提示
中堅・中小企業へのイノベーションの取組の拡大支援

２．国内ネットワーク戦略
国内の有力大学および有力拠点との連携
ベンチャー育成に向けた国内の商社・金融機関等との連携
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TIA-nano第２期
FY2015-2019
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TIA-nano 第１期

日本型オープンイノベーション拠点の構築
• ユーザー企業の拠点運営への関与
• 約30の国家PJの推進
• 成果の事業化
• 中核機関の連携マインドの醸成
• ４機関連携によるプロジェクト、人材
育成事業の推進

• 資源連動を核にしたイノベーションエコシ
ステムの構築

• 知の創造と産業化が並走する場
• オープンプラットフォームの魅力やユー

ザビリティを高めるマネージメント機能の
強化

industry‐academia‐government - fund cooperation

• ソリッドなTIA事務局の実現

• 産学官金が結集する『イノベーションシティ
つくば』の実現

FY2010-2014

TIA-nano brand

TIA-nano 第１期成果に基づく第2期の展開
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